
 大仙市立図書館

親子で読みたいブックリスト

２０２１

図書館の職員が選びました。

対象の学年はおおよその目安です。



幼児

書名 つるかめつるかめ 書名 いちにちむかしばなし
著者名 中脇 初枝∥文 　あずみ虫∥絵 著者名 ふくべ あきひろ∥さく　かわしま ななえ∥え
出版社 あすなろ書房 出版社 ＰＨＰ研究所

内容

雷よけには「くわばらくわばら」、縁起直しの「つ
るかめつるかめ」…。自分の力ではどうしようも
ないことがあったとき、昔の人たちが唱えてきた
おまじないを紹介します。不安な今を生きる子ど
もたちに贈るおまじない絵本。

内容

よし、1日だけむかしばなしの主人公になってみ
よう。ももたろうになってみたけど、ももの中って
けっこう揺れるんだ･･･｡知らなかった～!! 「いちに
ち」 シリーズ第６弾。

所蔵館 神岡　西仙北 所蔵館 仙北　太田

書名 すずめのうんどうぼうしつくります 書名 きりかぶのきりじいちゃんときりばあちゃん
著者名 西本　鶏介∥作  黒井　健∥絵 著者名 なかや　みわ∥さく
出版社 金の星社 出版社 小学館

内容

庭で運動会の練習をしているすずめを見た帽子
屋さん。そのすずめを応援したくて、運動帽子を
作ってあげました。丸くて小さな赤い帽子は、す
ずめの頭にぴったりで･･･｡優しい気持ちが胸
いっぱいに広がる絵本。

内容

年をとってきりかぶになった、きりじいちゃんとき
りばあちゃん。お話をしたいけれど、離れた場所
にいるので、言葉がよく聞こえません。それを見
ていたこりすが、伝言役を引き受けますが…。心
温まる物語。

所蔵館 仙北 所蔵館 南外

書名 いろいろおてつだい 書名 ながいながいねこのおかあさん
著者名 えがしら　みちこ∥さく 著者名 キューライス∥ぶん  ヒグチ　ユウコ∥え
出版社 小学館 出版社 白泉社

内容

「はなちゃん、ごはんのおてつだいしてくれる?」
今日はカレーライス。野菜を洗ったり、ごはんを
よそったり、テーブルの上を片付けたり…。次
は、なにしよう? はなちゃんのおてつだいを、め
くって楽しむあてっこ遊び絵本。

内容

子猫のお母さんは体が長い長い猫。ある風の強
い日、子猫は風で遠くに吹き飛ばされてしまいま
す。子猫はお母さんに会えるのでしょうか? 親子
の愛情を描いたおはなし。ステッカー付き。

所蔵館 西仙北　協和 所蔵館 南外　太田



幼児

書名 死んだかいぞく 書名 いし
著者名 下田　昌克∥著 著者名 中川　ひろたか∥作　高畠　那生∥絵
出版社 ポプラ社 出版社 アリス館

内容

三日月の夜、船の上で腹を刺され海に放り投げ
られた海賊。海賊はゆっくりと海の底へと沈みな
がら、海の生きものたちに自慢の帽子や目や爪
をうばわれ、体さえも食べられていくが…。死を
見つめて、生を考える絵本。

内容

道ばたに転がっている石から、家や神社の鳥居
にいたるまで、身の回りは石だらけ。そんな石
は、どこから来たんだろう? 生活の「なぜ?」にこ
たえる、楽しい絵本。

所蔵館 太田 所蔵館 中仙　太田

書名 しりとり 書名 どすこーい
著者名 安野 光雅∥さく え 著者名 山岡　ひかる∥作
出版社 福音館書店 出版社 アリス館

内容

絵から絵へ。ページをめくって、つながる絵を見
つけ、しりとりで遊ぼう。最後のページにつな
がったら、「ん」でおしまい! 字の読めない小さな
子も楽しめる「しりとり」の絵本。

内容

つるっとすべったぺんぎんさんも、お水が足りな
くて、ふらふらしたおはなさんも、ごろごろ転がる
くまさんも、どすこーいのかけごえで、元気にぴ
ん！読むと元気が出てくる絵本。

所蔵館 大曲　神岡 所蔵館 西仙北　南外

書名 ピタンくん 書名 みたらみられた
著者名 やまぐち　ようすけ∥さく・え 著者名 たけがみ　たえ∥作
出版社 ヤングトゥリー 出版社 アリス館

内容

耳を怪我して、泣いているウサギ。脚を怪我し
て、泣いているウマ。お腹が痛くて、泣いているト
ラ…。たいへんだ! ばんそうこうの「ピタンくん」た
ちがピタッ! かわいくて楽しい絵本。

内容

野で、山で、いつもの散歩道で、ふと目があった
生きものたち。ときには気まずいこともあるけれ
ど、ハッとしてドキッ！なにかが通じた（気がす
る）。心躍る瞬間をのびやかに描いた絵本。

所蔵館 中仙 所蔵館 西仙北



幼児

書名 ごちそうたべにきてください 書名 はくぶつかん
著者名 茂市 久美子∥作　しもかわら ゆみ∥絵 著者名 鈴木 のりたけ∥作
出版社 講談社 出版社 ブロンズ新社

内容

ごちそうするのが大好きなうさぎは、秋になるとく
るみやどんぐりを集めます。そして、「ごちそうた
べにきてください」と手紙を書いて…。読み聞か
せにもひとり読みにもぴったりの、物語を味わい
楽しむ絵本。

内容
はくぶつかんを舞台に、トリケラトプスやクレ
オパトラに楽しく大変身。おでこにはめてな
りきろう!

所蔵館 大曲 所蔵館 大曲

書名 おやすみ おやすみ みんな おやすみ 書名 くろくまくん　あわあわてあらい
著者名 かのう　かりん∥作・絵 著者名 たかい よしかず∥さく ・え
出版社 金の星社 出版社 くもん出版

内容

ヒツジさんがおやすみしているよ。きもちよさそう
だね。コアラさんもおやすみ。おかあさんの背中
で、ゆーらゆら。カバさんもおやすみ。ぷっかり顔
をだして、おやすみなさい…。眠る前に読んであ
げたい絵本。

内容

お友達といっぱいお外で遊んだ、くろくまくん。お
うちに帰ってきたら、まず何をするのかな? くろく
まくんといっしょに楽しく、手洗いとうがいに親し
める知育絵本。

所蔵館 西仙北　協和 所蔵館 中仙



小学低

書名 しゅくだいとびばこ 書名 タヌキのきょうしつ
著者名 福田　岩緒∥作・絵 著者名 山下　明生∥作　長谷川　義史∥絵
出版社 PHP研究所 出版社 あかね書房

内容

3週間後の運動会の種目に、6段のとびばこを3
年生全員でとぶ、とびばこの競技がある。たくさ
んの人の前で、ぼくだけとべなかったら-。やっと
4段がとべるようになったばかりのぼくは、最初
からあきらめモードで…。

内容

校庭のコガネモチの根元にすんでいるタヌキた
ちは、ニンゲンの子どものように勉強がしたくな
りました。そこで、夜の教室を借りて授業を始め
ますが…。広島の時の流れをタヌキたちと一緒
に見つめる、心あたたまる物語。

所蔵館 大曲 神岡 西仙北 中仙 南外 仙北 所蔵館 大曲　協和

書名 野うさぎレストランへようこそ 書名 会いたくて会いたくて
著者名 小手鞠　るい∥作　土田　義晴∥絵 著者名 室井　滋∥作　長谷川　義史∥絵
出版社 金の星社 出版社 小学館

内容

地球旅行に出かけたくろくまシェフからレストラン
をまかされた野うさぎパティシエは、料理に自信
がなくてレストランを開店することができません。
そんなある日、ふしぎな客たちがやってき
て・・・。

内容

ひまわりホームにいるおばあちゃん。ママからは
｢ホームへしばらく行っちゃダメ！」 と止められた
けど、ケイちゃんはおばあちゃんに会いに行
き・・・。大切な人を想う気持ちを、柔らかであた
たかい色彩で描き出す。

所蔵館 西仙北 所蔵館 神岡　仙北

書名 タコとイカはどうちがう？ 書名 バレエはじめるの
著者名 峯水　亮∥写真　池田　菜津美∥文 著者名 つがね　ちかこ∥作
出版社 ポプラ社 出版社 ほるぷ出版

内容

食べ物としていつも身近にいるタコとイカ。だけ
ど、実は知らないことがいっぱい! タコとイカっ
て、どうちがうの? どっちがすごい? 似ているよう
で全然違うタコとイカの最新知識を、写真&イラス
トで紹介します。

内容

初めてバレエの体験レッスンに行くことになった
女の子。シニヨンに結って、お姉ちゃんが貸して
くれた黄色いレオタードを持って・・・。ああ、ドキ
ドキしてきちゃった！バレエの面白さ、踊る楽しさ
を描いた絵本。

所蔵館 太田 所蔵館 西仙北



小学低

書名 おすしやさんにいらっしゃい! 書名 ぞろりぞろりとやさいがね
著者名 おかだ　だいすけ∥文　遠藤　宏∥写真 著者名 ひろかわ　さえこ∥作
出版社 岩崎書店 出版社 偕成社

内容

海で生きているところを釣り上げられた、キンメ
ダイ、アナゴ、イカ。どんな魚なのかな。観察して
みよう。次は、魚をさばくよ…。海で生きていた魚
がおすしになるまでを写真で紹介し、命をいただ
いて生きていることを伝える。

内容

台所の片隅で、すっかり古くなった野菜たち。月
夜の晩に、「もう、がまんできない!」と、ぞろりぞ
ろりと出かけます。さて、どこに行くのでしょうか?
食べ物を大切にしたくなる絵本。

所蔵館 大曲　神岡 所蔵館 大曲　協和　太田

書名 ぼくはおじいちゃんのおにいちゃん 書名 やさいの花
著者名 堀　直子∥作　田中　六大∥絵 著者名 埴　沙萠∥写真　嶋田　泰子∥文
出版社 ポプラ社 出版社 ポプラ社

内容

カイトの家にやってきたおじいちゃんは、病気に
なって、いろいろなことがわからなくなっていた。
カイトのことを、亡くなった自分の兄の名で呼ぶ
おじいちゃん。そんなおじいちゃんの変化に戸惑
うカイトだったが…。

内容

野菜も野の草花と同じように花をつけます。アザ
ミに似たゴボウの花、朝に咲き昼にしぼむオクラ
の花、米粒ほどの大きさのミツバの花…。見る機
会は少ないけれど、実はとても美しい、野菜の花
たちを写真で紹介します。

所蔵館 南外 所蔵館 大曲　中仙

書名 まいごのアローおうちにかえる 書名 こたつ
著者名 竹下　文子∥作　藤原　ヒロコ∥絵 著者名 麻生　知子∥作
出版社 佼成出版社 出版社 福音館書店

内容

恐竜のおもちゃだけど、弱虫なアロー。ユウくん
と遊びにきた公園で、まいごになってしまいまし
た。大好きなユウくんの家に、アローはひとりで
かえれるでしょうか?

内容

こたつを真上から描く、ユニークな絵本。おせち
料理の準備をしたり、年賀状を書いたり、年越し
そばを食べたり…。こうたくん一家の大みそかを
定点観測しながら、家族で新年を迎える喜びを
描きます。

所蔵館 中仙 所蔵館 大曲　仙北



小学低

書名 ごはんのにおい 書名 ブルドッグたんていときえたほし
著者名 中川 ひろたか∥文 岡本 よしろう∥絵 著者名 谷口　智則∥作・絵
出版社 おむすび舎 出版社 文溪堂

内容

朝はごはんの炊けるにおいで目を覚ます。今日
の朝ごはんは、卵焼き、納豆、おみそ汁、それと
ごはん。ぼくがごはんつぶを残したのを見て、お
かあさんがお米の話をしてくれて…。ごはんのよ
さを伝える絵本。

内容

夜空から星が行方不明になり、ブルドッグたんて
いに「星をさがしてください」と依頼がきた。ブル
ドッグたんていが、街、森、砂浜、海で聞き込み
をしながら星をさがしていると、海できらきらと輝
く島を見つけて…。

所蔵館 大曲　神岡　西仙北 所蔵館 仙北　太田

書名 みけねえちゃんにいうてみな
著者名 村上　しいこ∥作　くまくら　珠美∥絵
出版社 理論社

内容

みけねこのみけねえちゃんは、友達の黒猫ナン
ダロウが指名手配されていると聞き探りにいくこ
とに。手配書には確かに友達の写真があるけれ
ど、名前はまったく違い･･･｡ どういうこと？友達
の知らなかった秘密にせまる。

所蔵館 仙北



小学中

書名 青いあいつがやってきた 書名 AIって何だろう？
著者名 松井　ラフ∥作　大野　八生∥絵 著者名 関　和之∥マンガ・イラスト
出版社 文研出版 出版社 旺文社

内容

明日はせっかくの土曜日なのに、ひとりぼっち。
つまんないなー。転校したばかりの4年生のサト
シが、部屋のまどから星空を見上げていると流
れ星が。翌朝、全身青いへんなやつが現れて
…。

内容

自信をもって生きていくには、自分でとことん考
え、そのときの自分にとっての正解が何かを判
断していく力が必要。「AIって何だろう？」をテー
マに、AIのしくみや活用事例、人間とAIの共生な
どをマンガで紹介する。

所蔵館 大曲　協和　仙北 所蔵館 西仙北

書名 警察犬アンズの事件簿 書名
北極と南極の「へぇ～」
くらべてわかる地球のこと

著者名 鈴木 博房∥著 著者名 中山　由美∥文・写真　　秋草　愛∥絵
出版社 岩崎書店 出版社 学研プラス

内容

トイプードルのアンズが警察犬になって5年。小
さな体でがんばるアンズは、おどろくばかりの勇
気と集中力でつぎつぎに事件を解決してきまし
た。これまでアンズが出動した10の事件を紹介
します。

内容

北極と南極、より寒いのはどっち? 女性で初めて
記者として南極観測越冬隊に参加し、その後も
北極と南極の両方を何度も取材してきた著者
が、北極と南極のちがいや、そこから見えてくる
地球環境の変化などを紹介する。

所蔵館 中仙 所蔵館 大曲　協和　仙北　太田

書名 すきなことにがてなこと 書名 しりとりボクシング
著者名 新井 洋行∥作 　嶽 まいこ∥絵 著者名 荒井　けいこ∥作
出版社 くもん出版 出版社 小学館

内容

ぼくは、スポーツが大好き。だけど、みんなの前
で話すのは苦手。話すのが大好きなりんちゃん
は、動物が苦手…。「すき」も「にがて」も、ありの
ままでいい。ちがいが輝く世界を描く絵本。

内容

小学4年の恭平は、とろくてみんなにばかにされ
ている同級生・健太のことが放っておけない。学
年行事でしりとり大会をやることになり、不安に
なる健太。恭平は健太をはげまし、2人でしりとり
の特訓を始めるが・・・。

所蔵館 神岡 所蔵館 南外　仙北



小学中

書名 ウサギとぼくのこまった毎日 書名 あたしが部屋から出ないわけ

著者名 ジュディス・カー∥作・絵　こだま ともこ∥訳 著者名
A.クテュール∥作　末松　氷海子∥訳
小泉　るみ子∥絵

出版社 徳間書店 出版社 文研出版

内容

学校のウサギがうちにきたら…? さわぎをまき起
こすウサギをめぐって、少年の家族とそのまわり
の親しい人たちとのあたたかな交流を描く、ほの
ぼのとした物語。ジュディス・カー最後の作品。

内容

おばあちゃんの死をどうしても受け入れることが
できず、自分の部屋に閉じこもってしまったリュ
シー。そんなリュシーをあたたかく見つめ、立ち
直らせてくれたのは…。子どもたちに深い感動を
与える物語。

所蔵館 太田 所蔵館 協和　南外　仙北

書名 10歳の質問箱　なやみちゃんと55人の大人たち 書名 あつかったらぬげばいい

著者名
日本ペンクラブ「子どもの本」委員会∥編
鈴木 のりたけ∥絵

著者名 ヨシタケ シンスケ∥著

出版社 小学館 出版社 白泉社

内容

「なぜ学校に行かなきゃならないのですか?」「い
じめられたとき、どうすればいい?」「どうしたらモ
テる?」 10歳前後の子どもたちが疑問に思ったり
悩んだりしていることに、人気作家55人が答え
る。

内容

ヘトヘトにつかれたら、だれもわかってくれなかっ
たら、せかいがかわってしまったら…。子ども、
大人、おじいちゃんのさまざまな疑問に痛快に答
える、ヨシタケ式心を緩める絵本。

所蔵館 大曲　神岡　南外　太田 所蔵館 神岡　南外

書名 分解する図鑑 書名 クリーニングやさんのふしぎなカレンダー

著者名
森下 信∥監修・指導，石井 克枝∥監修・指導，
水野 仁輔∥監修協力

著者名  伊藤充子∥作　 関口シュン∥絵

出版社 小学館 出版社 偕成社

内容

携帯電話、ピアノ、トンネル、調味料…。身近な
物の仕組みや成り立ちをまとめた図鑑。機械・道
具の仕組みから、食べ物・物の原材料まで、写
真や図で解説する。米・小麦・石油など6種類の
原材料からすがたを変えた物も紹介。

内容

並み木クリーニング店に来た8人の変なお客、
セーターの洗い方を熱心に聞くひつじくん、1年
ぶりに預けに来たワンピースを取りに来ておい
て、文句を言う娘さんなど、クリーニングやさん
は大いそがしです。

所蔵館 大曲　仙北 所蔵館 協和　仙北



小学中

書名 キワさんのたまご 書名 かみさまのベビーシッター
著者名 宇佐美 牧子∥作 　藤原 ヒロコ∥絵 著者名 廣嶋　玲子∥作
出版社 ポプラ社 出版社 理論社

内容

養鶏を営む、キワさんという女性と出会ったサト
シ。「まぼろしのたまご」の存在を知り、手にいれ
ようとするが…。さわやかな感動を届ける、少年
の成長物語。

内容

商店街の福引きで幸介が当てたのは 「かみさま
のたまご」。たまごから生まれたのは、ねこのよ
うな、フクロウのような、よくわからない生き物
だった。かみさまのお世話係になった幸介の願
いごとは、果たしてかなうのか？

所蔵館 神岡　中仙 所蔵館 仙北

書名 消えたレッサーパンダを追え！ 書名
猫町　ふしぎ事件簿
猫神さまはお怒りです

著者名 たけたに　ちほみ∥文 　西脇　せいご∥絵 著者名 廣嶋　玲子∥作 　森野　きこり∥絵
出版社 学研プラス 出版社 童心社

内容

動物園からレッサーパンダがぬすまれた! 事件
に挑むのは、警視庁「生きもの係」の福原警部。
はたして犯人をつかまえ、無事に生きものを保
護することができるのか? 動物と犯罪を巡るノン
フィクション。

内容

たくさんの猫が暮らし、猫にまつわる言い伝えも
多い大根古町-通称、猫町で、遠矢は１本の猫
じゃらしを見つける。遠矢は「猫じゃらしは猫のも
の。とったらいけないよ」という菊子ばあちゃんの
言葉を思い出したが・・・。

所蔵館 南外 所蔵館 西仙北



小学高

書名 キャラでわかる！はじめての感染症図鑑 書名 大人もしらない!?生きものの実は

著者名 岡田　晴恵∥著 　いとう　みつる∥絵 著者名 下戸　猩猩∥著
出版社 日本図書センター 出版社 文響社

内容

知識ゼロから学べる、感染症の超入門図鑑。イ
ンフルエンザ、風疹など感染症をおこす病原体
をキャラクターにして、自分語りで感染症を説
明。新型コロナウィルスの基本情報や、すぐに役
立つ対策方法もQ＆A形式で収録する。

内容

サソリは月夜にだけ光る、ドジョウはおならで呼
吸をする…。生きものには人間には見せていな
い姿がある!? 生きものの生き様や性格など、こ
れまでの辞典や図鑑では伝えにくいエピソードを
マンガで紹介する。

図書館 神岡　西仙北 図書館 協和

書名 どこからも彼方にある国 書名 水とトイレがなかったら？

著者名
アーシュラ・Ｋ．ル＝グィン∥著
中村　浩美∥訳

著者名 石崎　洋司∥作　下平　けーすけ∥絵

出版社 あかね書房 出版社 講談社

内容

人とのコミュニケーションが苦手なオーウェン。あ
る雨の日、作曲家を目指す少女ナタリーと出会
う。しだいに心を通わせ、心の内を語り合うよう
になる。けれど、「恋」を意識したことで・・・。揺れ
る少年の心をみずみずしく描く。

内容

蛇口から水が出る。家にはシャワートイレがあ
る。これって、ふつうじゃないの？春樹はタイム
マシンで、むかしの世界中の都市の水とトイレを
めぐる旅に出かけ・・・。物語をとおして、SDGｓの
ことをわかりやすく伝える。

図書館 大曲　西仙北　仙北 図書館 神岡　西仙北

書名 おしえてフクロウのひみつ 書名 おやこで楽しむ講談ドリル
著者名 柴田　佳秀∥文　マツダ　ユカ∥絵 著者名 宝井　琴星∥著
出版社 子どもの未来社 出版社 彩流社

内容

フクロウはなぜ夜に活動するの？フクロウの巣
はどこにあるの？日本には何種類のフクロウが
いるの？フクロウのフウタとなかまたちが、フク
ロウのひみつを紹介する。巻末にフクロウに会
える場所・観察のポイントも掲載。

内容

講談を習い覚え、上達に導くドリル。初級編
の「なのり」から上級編の「縛られ地蔵」ま
で、25演目を収録。張り扇のたたきかたなど
も紹介。

図書館 仙北 図書館 協和



小学高

書名 料理はすごい！ 書名 金魚たちの放課後
著者名 柴田書店∥編　　　秋元 さくらほか∥著 著者名 河合　二湖∥著
出版社 柴田書店 出版社 小学館

内容

フレンチの秋元さくら、イタリアンの宮木康彦、和
食の笠原将弘、中華の菰田欣也…4人のシェフ
が、子どもでも作れる方法で、大人が食べてもお
いしい53品のレシピを伝授。多くの写真でわかり
やすい、子どものための料理本。

内容

三度目の転校。新しい友だちに案内された不思
議な場所は、金魚の畑だった-。東京の外れの
金魚の街。生き物とつきあうのが苦手な少年
や、金魚大好きな少女たちの発見と成長の物
語。

図書館 大曲　南外　仙北　太田 図書館 大曲　中仙　南外

書名 あしたのことば 書名 虹いろ図書館のひなとゆん
著者名 森 絵都∥作 著者名 櫻井 とりお∥著
出版社 小峰書店 出版社 河出書房新社

内容

作家生活30周年を迎える直木賞作家、森絵都
が「ことば」をテーマに綴る短編小説集。表題作
ほか、光村図書小学校教科書「国語6」掲載の
「帰り道」など全8編を収録。長田結花らの人気イ
ラストレーターによる挿絵・装画あり。

内容

友達がいない小学4年生ひなは、ある日、不思
議な少女ゆんに出会う。世界をめぐってきたゆん
と、ゆんのお話に魅了されるひな。ずっと友達で
いられると思ったふたりだったが…。「虹いろ図
書館」シリーズ第2弾。

図書館 大曲　仙北 図書館 中仙

書名 カカ・ムラド～ナカムラのおじさん 書名 くじらすくい
著者名 ガフワラ∥原作 さだ まさし ほか∥訳  文 著者名 水凪 紅美子∥作
出版社 双葉社 出版社 BL出版

内容

2019年12月、支援先のアフガニスタンで凶弾に
倒れた中村哲医師。その功績を後世に伝えるた
めに現地で刊行された2冊の絵本の日本語版。
新聞記者・中原興平による解説も収録。

内容

夏まつりの日。小5のトオルは、母や妹とわかれ
て、神社の参道の奥の小さなテントの入り口をく
ぐった。そこで行われていたのは、「金魚すくい」
ではなく「くじらすくい」で…。日常のゆらぎを描い
た絵本。

図書館 大曲　神岡 図書館 市内全図書館



小学高

書名 なまはげ 書名 ウルド昆虫記バッタを倒しにアフリカへ
著者名 池田　まき子∥文　早川　純子∥絵 著者名 前野 ウルド 浩太郎∥著
出版社 汐文社 出版社 光文社

内容

ある大きな国の王様につれられて、男鹿半島に
やってきた5匹の鬼たち。人々のために懸命に働
きますが、誤解され、村人たちとある賭けをする
ことになり…。秋田県の季節行事・なまはげの由
来となった昔話。

内容

昆虫学者である著者が、バッタ被害を食い止め
るため単身サハラ砂漠に乗り込み、バッタと大人
の事情を相手に繰り広げた死闘の日々を綴る。
「バッタを倒しにアフリカへ」の児童書版。ルビや
用語説明、新たなエピソードを追加。

図書館 大曲　神岡　西仙北　協和　南外　仙北 図書館 市内全図書館

書名 こども六法 書名 イッカボッグ
著者名 山崎　聡一郎∥著  　伊藤 ハムスター∥絵 著者名 J.K.ローリング∥著　　松岡 佑子∥訳
出版社 弘文堂 出版社 静山社

内容

法律はみんなを守るためにある。知っていれば
大人に悩みを伝えて解決してもらうのに役立つ
よ。いじめ、虐待に悩んでいるきみへ、楯となる
法律について、イラストとやわらかい言葉で解説
する。

内容

豊かなコルヌコピア王国の北部にある、暗くて霧
深い土地。伝説によると、そこにはイッカボッグと
いう怪物が棲んでいて…。伝説の怪物をめぐる
真実、希望、友情の物語。子どもたちによる挿絵
コンテスト入選作品もカラー掲載。

図書館 中仙　南外　仙北　太田 図書館 仙北　太田



中学

書名
あなたを閉じこめる「ずるい言葉」
10代から知っておきたい

書名 日向丘中学校カウンセラー室

著者名 森山 至貴∥著 著者名 まはら 三桃∥著 　めばち∥装画
出版社 WAVE出版 出版社 アリス館

内容

「あなたのためを思って」「悪気はないんだから」
…。“カクレ悪意”や“カンチガイ善意”を見抜け!
大人より弱い立場にある子どもが、「ずるい言
葉」にだまされないようにするためのヒントを伝え
る。

内容

友達の作り方を教えてほしいという女の子、自分
の居場所を見つけられない男の子…。日向丘中
学校のカウンセラー室にいる綾さんのもとには、
いろいろな生徒が相談をしにやってきて…。心あ
たたまる連作短編集。

図書館 大曲　中仙 図書館 大曲　神岡　中仙　仙北

書名
13歳からのアート思考
「自分だけの答え」が見つかる

書名 赤毛証明

著者名 末永 幸歩∥著 著者名 光丘真理∥著 
出版社 ダイヤモンド社 出版社 くもん出版

内容

6つの作品をめぐる知的冒険が「ものの見方」を
一変させる! アートを通して「ものの見方を広げ
る」ことに力点を置いた授業を展開する中学校
美術教師が、「アーティストのように考える方法」
「自分のものの見方」を伝える。

内容

今日、あたしは、「ふつう」でない印をおされた。
生徒手帳の1ページ真ん中に、赤いゴム印で「赤
毛証明」と…。「ふつう」ってなに? この髪、どうし
てダメですか? 「自分らしく生きる」ために声を上
げる少女の物語。

図書館 中仙　太田 図書館 大曲

書名 ギヴ・ミー・ア・チャンス 書名 わたしの空と五・七・五
著者名 大塚　敦子∥著 著者名 森埜　こみち∥作
出版社 講談社 出版社 講談社

内容

千葉県・八街少年院で誕生した ｢GMaC｣ と呼ば
れるドッグ・プログラム。非行を犯して少年院に
送られた3人の少年たちと動物愛護センターなど
に保護された3頭の保護犬との訓練の日々に密
着し、その温かい交流を描く。

内容

自分がやりたいことをわかっている人は強い。わ
たし、なんもないもんなあ-。自分に自信のない
中１の空良は、ふとした成り行きで入った文芸部
で ｢俳句」 に出会い・・・。俳句の入門書でもあ
る、さわやかな物語。

図書館 仙北 図書館 大曲　仙北



中学

書名 子どもが作る弁当の日 書名 未来の自分に出会える古書店
著者名 城戸　久枝∥著 著者名 齋藤　孝∥著
出版社 文藝春秋 出版社 文藝春秋

内容

親の手を借りず、子どもが弁当を作り学校に
持って行く「弁当の日」。家事料理苦手の“だめ
だめ母ちゃん”の著者が、弁当の日とそれに関
わる人たちの物語に触れ、体当たりで取材。弁
当の日で変わる子どもと親の姿を記録する。

内容

進路、受験、友情…。迷った時にこの一冊! 中2
と高2の兄弟が古書店「人生堂」の店主に導か
れ、読書を通じて成長していく姿を、著者初の小
説スタイルで描く。

図書館 協和 図書館 大曲　協和

書名 火狩りの王 書名 なんだろうなんだろう
著者名 日向 理恵子∥作　山田 章博∥絵 著者名 ヨシタケ　シンスケ∥著
出版社 ほるぷ出版 出版社 光村図書出版

内容

人類最終戦争後の世界。人体発火病原体に侵
された人々は、結界に守られた土地で細々と暮
らしていた。この世界で唯一、人が安全に使用で
きる火を狩ることを生業とする火狩りたちの間
で、あるうわさがささやかれ…。

内容

なんだろうなんだろう、「学校」ってなんだろう。つ
い忘れ物をしちゃうところ? ヨシタケシンスケが描
く「たとえばこんな考え方、どうでしょう?」の本。
道徳教科書(小1〜中3・光村図書)のコラムにか
き下ろしを加える。

図書館 太田 図書館 大曲　西仙北　南外　太田

書名 卒業旅行　The Graduation Trip 書名 まっしょうめん！
著者名 小手鞠 るい∥著 著者名 あさだ　りん∥作　新井　陽次郎∥絵
出版社 偕成社 出版社 偕成社

内容

アメリカで高校生活を送ったナナは、当時バンド
を組んでいたメンバーと卒業旅行を計画する。だ
が、ある事件が起きて、旅行は実現しなかった。
ナナは仲間たちとの約束を果たすため、翌年再
びアメリカの地を訪れ…。

内容

海外赴任中の父のたのみで、「サムライガール」
になるために剣道教室に行きはじめた６年生の
成美。そこには、数々の試練がまちかまえてい
た！心と体にむかいあう、さわやか剣道小説。

図書館 大曲　神岡　仙北 図書館 西仙北



中学

書名 てのひらに未来 書名 なぜと問うのはなぜだろう
著者名 工藤 純子∥作　酒井 以∥画 著者名 吉田 夏彦∥著
出版社 くもん出版 出版社 筑摩書房

内容

未来なんてあたりまえに来るって思ってたけど-
。今だから考えたい平和のこと。中学生の琴葉と
町工場で働く少年・天馬。ふたりはそれぞれの家
族の物語を知り…。若いふたりの成長を描いた
物語。

内容

心とは何か? 「ある」とか「ない」とはなにか? 人
は死んだらどこに行くのか-。好奇心に導かれて
人類が問いつづけてきた永遠の謎に、自分の答
えを見つけるための、哲学的思考への誘い。

図書館 大曲　神岡 図書館 太田

書名 ライオンのおやつ 書名 なぜ僕らは働くのか
著者名 小川　糸∥著 著者名 池上 彰∥監修
出版社 ポプラ社 出版社 学研プラス 

内容

若くして余命を告げられた雫は、残りの日々を瀬
戸内の島のホスピスで過ごすことを決めた。穏
やかな景色の中、本当にしたかったことを考える
雫。ホスピスでは毎週日曜日、入居者がリクエス
トできる「おやつの時間」があって・・・。

内容

仕事ってなんだ? どうやって働く? 働くことの意
味、生活にかかるお金、勉強することの意味、や
りたいことの見つけ方などを、マンガを豊富に交
えてわかりやすく解説する。

図書館 大曲　神岡　西仙北　協和　南外　仙北 図書館 大曲　神岡　中仙　南外

※内容紹介はTRCデータより引用


